(別添１)台湾向け輸出貝類に係る衛生証明書を要する貝類一覧表
当該一覧表は、台湾側から衛生証明書の添付を求められている61品目について、平成29年7月13日現在の台湾側輸出コード及び日本側HSコードを元にし
たものです。
証明書の発行対象については、予め台湾側に確認するようにしてください。
品目区分

台湾側輸出コード
其他活、生鮮或冷藏牡蠣(蠔、蚵)
1

0307.11.90.00-8

HSコード

品目区分

0307.11

かき(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵した
もの)

0307.12

かき(冷凍したもの)

0307.19

かき(その他のもの)

カキ（生きているもの、生鮮のもの、冷蔵のもの）
Other oysters, live, fresh or chilled
冷凍牡蠣(蠔、蚵)，但未燻製

2

0307.12.00.00-6

カキ（冷凍したもの（燻製したものを除く））
Oysters, frozen, but not smoked
乾牡蠣(蠔、蚵)，但未燻製

3

0307.19.20.00-5

カキ（乾燥したもの（燻製したものを除く））
Oysters, dried, but not smoked
鹹或浸鹹牡蠣(蠔、蚵)，但未燻製

4

0307.19.30.00-3

カキ（塩漬け、塩水漬け（燻製したものを除く））
Oysters, salted or in brine, but not smoked
燻製牡蠣(蠔、蚵)

5

0307.19.40.00-1

カキ（燻製したもの）
Oysters, smoked
活、生鮮或冷藏海扇貝(含全貝及干貝)

6

0307.21.00.00-5

Scallops (include full shell fish and conpoy), live,
fresh or chilled
冷凍海扇貝(含全貝及干貝)，但未燻製

7

0307.22.20.00-4

Scallops (include full shell fish and conpoy),
frozen, but not smoked
乾海扇貝(含干貝及全貝)，但未燻製

8

0307.29.20.10-1

9

0307.29.20.20-9

Scallops (include full shell fish and conpoy),dired,
but not smoked
鹹或浸鹹海扇貝(含全貝及干貝)，但未燻製
Scallops (include full shell fish and conpoy),salted
or in brine, but not smoked
燻製海扇貝(含全貝及干貝)

10

0307.29.30.00-1
Scallops (include full shell fish and conpoy), smoked

イタヤガイ類（ホタテガイなど）（全貝及び干貝を含む）
（生きているもの、生鮮のもの、冷蔵のもの）

イタヤガイ類（ホタテガイなど）（全貝及び干貝を含む）
（冷凍したもの（燻製したものを除く））

0307.22 スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又
はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含
む。) (冷凍したもの)

イタヤガイ類（ホタテガイなど）（全貝及び干貝を含む）
（乾燥したもの（燻製したものを除く））

0307.29 スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又
はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含
む。)(その他のもの)

イタヤガイ類（ホタテガイなど）（全貝及び干貝を含む）
（塩漬け、塩水漬け（燻製したものを除く））

イタヤガイ類（ホタテガイなど）（全貝及び干貝を含む）
（燻製したもの）

活貽貝(淡菜)
11

0307.31.00.10-1

0307.21 スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又
はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含
む。) (生きているもの、生鮮のもの及び冷
蔵したもの )

イガイ（ミュティルス属、ペルナ属）（生きているもの）

0307.31 い貝(ミュティルス属又はペルナ属のも
の)(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵
したもの)

Mussels (Mytilus spp., Perna spp.), live
鮮或冷藏貽貝(淡菜)
12

0307.31.00.20-9
Mussels (Mytilus spp., Perna spp.), fresh or chilled
冷凍貽貝(淡菜)，但未燻製

13

0307.32.00.00-2

Mussels (Mytilus spp., Perna spp.), frozen, but not
smoked
乾貽貝(淡菜)，但未燻製

14

0307.39.21.00-0

15

0307.39.29.00-2

Mussels (Mytilus spp., Perna spp.), dried, but not
smoked
鹹或浸鹹貽貝(淡菜)，但未燻製
Mussels (Mytilus spp. Perna spp.), salted or in
brine, but not smoked

イガイ（ミュティルス属、ペルナ属）（生鮮のもの、冷蔵
のもの）

イガイ（ミュティルス属、ペルナ属）（冷凍したもの（燻
製したものを除く））

イガイ（ミュティルス属、ペルナ属）（乾燥したもの（燻
製したものを除く））

0307.32 い貝(ミュティルス属又はペルナ属のも
の)(冷凍したもの)

0307.39 い貝(ミュティルス属又はペルナ属のも
の)(その他のもの)

イガイ（ミュティルス属、ペルナ属）（塩漬け、塩水漬け
（燻製したものを除く））

燻製貽貝(淡菜)
16

0307.39.30.00-9

イガイ（ミュティルス属、ペルナ属）（燻製したもの）
Mussels (Mytilus spp. Perna spp.), smoked
福壽螺

17

0307.60.10.11-2

スクミリンゴ貝（スクミリンゴ貝、ラプラタリンゴ貝）
Apple snail(Pomacea canaliculata, Pomacea insularum)
其他活螺(海螺除外)

18

0307.60.10.19-4

カタツムリ（海棲巻き貝を除く）（生きているもの）
Other snail, live, other than sea snails
鮮或冷藏螺(海螺除外)

19

0307.60.10.20-1
Snail, fresh or chilled, other than sea snails
冷凍螺(海螺除外)，但未燻製

20

0307.60.20.00-3
Snails, frozen, other than sea snails, but not smoked
乾、鹹或浸鹹螺(海螺除外)，但未燻製

21

0307.60.30.00-1

Snails, dried, salted or in brine, other than sea
snails, but not smoked

カタツムリ（海産巻き貝を除く）（生鮮のもの、冷蔵のも
の）

カタツムリ（海産巻き貝を除く）（冷凍したもの（燻製し
たものを除く））

カタツムリ（海産巻き貝を除く）（乾燥したもの、塩漬
け、塩水漬け（燻製したものを除く））

燻製螺(海螺除外)
22

0307.60.40.00-9

カタツムリ（海産巻き貝を除く）燻製したもの
Snails, smoked, other than sea snails

0307.60 かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除
く。)

品目区分

台湾側輸出コード

HSコード

活、生鮮或冷藏海瓜子
23

0307.71.20.00-0

アサリ（生きているもの、生鮮のもの、冷蔵のもの）
Ruditapes philippinarum, live, fresh or chilled
活蛤蜊

24

0307.71.30.10-6
Hard clam, (Meretrix lusoria, Ruditapes variegatus,
Paphia amabilis, Tapes literatus), live

ホンビノスガイ（ハマグリ、ヒメアサリ）、サツマアカガ
イ、リュウキュウアサリ（生きているもの）

品目区分

0307.71 クラム、コックル及びアークシェル(ふねが
い科、アイスランドがい科、ざるがい科、
ふじのはながい科、きぬまといがい科、ば
かがい科、ちどりますおがい科、おおのが
い科、あさじがい科、きぬたあげまきがい
科、まてがい科、しやこがい科又はまるす
だれがい科のもの)(生きているもの、生鮮
のもの及び冷蔵したもの)

生鮮或冷藏蛤蜊
25

ホンビノスガイ（ハマグリ、ヒメアサリ）、サツマアカガ
イ、リュウキュウアサリ（生鮮のもの、冷蔵のもの）

0307.71.30.20-4
Hard clam, (Meretrix lusoria, Ruditapes variegatus,
Paphia amabilis, Tapes literatus), fresh or chilled
活蛤(含鳥蛤及赤貝)

26

0307.71.90.10-3

二枚貝（ザルガイ、フネガイを含む）（生きているもの）
Clams (include cockles and ark shells), live
活硨磲貝

27

0307.71.90.21-0

シャコガイ（生きているもの）
Giant clams (tridacnidae spp.), live
生鮮或冷藏硨磲貝

28

0307.71.90.22-9

シャコガイ（生鮮のもの、冷蔵のもの）
Giant clams (tridacnidae spp.), fresh or chilled
生鮮或冷藏蛤(含鳥蛤及赤貝)

29

0307.71.90.90-6

Clams (include cockles and ark shells), fresh or
chilled

二枚貝（ザルガイ、フネガイを含む）（生鮮のもの、冷
蔵のもの）

冷凍海瓜子，但未燻製
30

0307.72.10.00-1

アサリ（冷凍したもの（燻製したものを除く）
Ruditapes philippinarum, frozen, but not smoked
冷凍蚶子(魁蛤科)，但未燻製

31

0307.72.20.00-9
Arcoida (Acridae), frozen, but not smoked
冷凍蟶(毛蟶科、 竹蟶科)，但未燻製

32

0307.72.30.00-7

Clams (Solenidae, Solecurtidae), frozen, but not
smoked
冷凍蛤蜊，但未燻製

33

0307.72.40.00-5

34

0307.72.90.10-2

35

0307.72.90.90-5

Hard clam (Meretrix lusoria, Ruditapes variegatus,
Paphia amabilis, Tapes literatus), frozen, but not
smoked

フネガイ目（フネガイ）（冷凍したもの）（燻製したものを
除く）

0307.72 クラム、コックル及びアークシェル(ふねが
い科、アイスランドがい科、ざるがい科、
ふじのはながい科、きぬまといがい科、ば
かがい科、ちどりますおがい科、おおのが
い科、あさじがい科、きぬたあげまきがい
科、まてがい科、しやこがい科又はまるす
だれがい科のもの)(冷凍したもの)

二枚貝（マテガイ、キヌタアゲマキガイ）（冷凍したもの
（燻製したものを除く））

ホンビノスガイ（ハマグリ、ヒメアサリ）、サツマアカガ
イ、リュウキュウアサリ（冷凍したもの（燻製したものを
除く））

冷凍硨磲貝，但未燻製
Giant clams (tridacnidae spp.), frozen, but not
smoked
其他冷凍蛤、鳥蛤及赤貝，但未燻製
Other clams, cockles and ark shells, frozen, but not
smoked
乾硨磲貝，但未燻製
36

0307.79.00.11-3

Giant clams (tridacnidae spp.), dried, frozen, but
not smoked

シャコガイ（冷凍したもの（燻製したものを除く））

その他の二枚貝、ザルガイ、フネガイ（冷凍したもの
（燻製したものを除く））

シャコガイ（乾燥したもの、冷凍したもの（燻製したもの
を除く））

鹹或浸鹹硨磲貝，但未燻製
37

0307.79.00.12-2

Giant clams (tridacnidae spp.), salted or in brine,
frozen, but not smoked

シャコガイ（塩漬け、塩水漬け（燻製したものを除く）

0307.79 クラム、コックル及びアークシェル(ふねが
い科、アイスランドがい科、ざるがい科、
ふじのはながい科、きぬまといがい科、ば
かがい科、ちどりますおがい科、おおのが
い科、あさじがい科、きぬたあげまきがい
科、まてがい科、しやこがい科又はまるす
だれがい科のもの)(その他のもの)

其他乾、鹹或浸鹹蛤、鳥蛤及赤貝，包括燻製
38

0307.79.00.90-7

その他の二枚貝、ザルガイ、フネガイ（乾燥したもの、
Other clams, cockles and ark shells, dried, salted or 塩漬け、塩水漬け、燻製したもの）
in brine, smoked included
其他活、生鮮或冷藏鮑魚(九孔除外)

39

0307.81.21.00-7

40

0307.81.22.10-4

Other abalone, live, fresh or chilled, other than
Haliotis diversicolor

0307.81

あわび(ハリオティス属のもの)(生きてい
るもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの)

0307.83

あわび(ハリオティス属のもの)(冷凍した
もの)

その他のアワビ（トコブシを除く）（生きているもの、生
鮮のもの、冷蔵のもの）

活九孔
アワビ（生きているもの）
Abalones (Haliotis diversicolor), live
生鮮或冷藏九孔
41

0307.81.22.20-2

アワビ（生鮮のもの、冷蔵のもの）
Abalones (Haliotis diversicolor), fresh or chilled
冷凍鮑魚(九孔除外)，但未燻製

42

0307.83.10.00-8

Abalone, frozen, other than Haliotis diversicolor,
but not smoked

アワビ（トコブシを除く）（冷凍したもの（燻製したものを
除く））

冷凍九孔，但未燻製
43

0307.83.20.00-6

トコブシ（冷凍したもの（燻製したものを除く））
Haliotis diversicolor, frozen, but not smoked
冷凍鳳凰螺，但未燻製

44

0307.84.00.00-0

そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍したもの)
Stomboid conchs, frozen, but not smoked

0307.84 そでぼら(ストロムブス属のもの)(冷凍した
もの)

品目区分

台湾側輸出コード
鹹或浸鹹鮑魚(九孔除外)，但未燻製
45

0307.87.10.00-4

46

0307.87.20.00-2

47

0307.87.30.00-0

Abalone, salted or in brine, other than Haliotis
diversicolor, but not smoked

HSコード

品目区分

0307.87 その他のあわび(ハリオティス属のもの)
アワビ（トコブシを除く）（塩漬け、塩水漬け（燻製した
ものを除く））

乾鮑魚(九孔除外)，但未燻製

アワビ（トコブシを除く）（乾燥したもの（燻製したものを
Abalone, dried, other than Haliotis diversicolor, but 除く））
not smoked
乾、鹹或浸鹹九孔，但未燻製

トコブシ（乾燥したもの、塩漬け、塩水漬け（燻製した
Haliotis diversicolor, dried, salted or in brine, but ものを除く））
not smoked
燻製鮑魚，包括九孔

48

0307.87.40.00-8

アワビ（トコブシを含む）（燻製したもの）
Abalone, including Haliotis diversicolor, smoked
活鐘螺

49

0307.91.30.10-2

サザエ（生きているもの）

0307.91 その他のもの(生きているもの、生鮮のもの
及び冷蔵したもの)

Top shell, live
生鮮或冷藏鐘螺
50

0307.91.30.20-0

サザエ（生鮮のもの、冷蔵のもの）
Top shell, fresh or chilled
活南美貝

51

0307.91.70.10-3

ロコガイ（生きているもの）
Locos, live
生鮮或冷藏南美貝

52

0307.91.70.20-1

ロコガイ（生鮮のもの、冷蔵のもの）
Locos, fresh or chilled
0307.92 その他のもの

冷凍蚶子(蚶蜊科、笠蚶科)，但未燻製
53

0307.92.10.00-7

フネガイ目（タマキガイ、シラマナガイ）（冷凍したもの
Arcoida (Glycymerididae, Limopsidae), frozen, but not （燻製したものを除く））
smoked
冷凍蟶(刀蟶科)，但未燻製

54

0307.92.20.00-5
Clams (Cutellidae), frozen, but not smoked

二枚貝（ユキノアシタガイ）（冷凍したもの（燻製したも
のを除く））

冷凍鐘螺，但未燻製
55

0307.92.30.00-3

サザエ（冷凍したもの（燻製したものを除く））
Top shell, frozen, but not smoked
冷凍南美貝，但未燻製

56

0307.92.40.00-1

ロコガイ（冷凍したもの（燻製したものを除く））
Locos, frozen, but not smoked
0307.99 その他のもの(その他のもの)

乾鐘螺，但未燻製
57

0307.99.51.10-8

サザエ（乾燥したもの（燻製したものを除く））
Top shell, dried, but not smoked
鹹或浸鹹鐘螺，但未燻製

58

0307.99.51.20-6

サザエ（塩漬け、塩水漬け（燻製したものを除く））
Top shell, salted or in brine, but not smoked
燻製鐘螺

59

0307.99.61.00-8

サザエ（燻製したもの）
Top shell, smoked
燻製蚶子(蚶蜊科、笠蚶科)及蟶(刀蟶科)

60

0307.99.62.00-7

Arcoida (Glycymerididae, Limopsidae) and clams
(Cutellidae), smoked

フネガイ目（タマキガイ、シラマナガイ）、二枚貝（ユキ
ノアシタガイ）（燻製したもの）

燻製南美貝
61

0307.99.63.00-6

ロコガイ（燻製したもの）
Locos, smoked

